
新型コロナウイルス感染症関連　問い合せ一覧
※水色セル：新たに追加された回答及び質問

4月28日 更新

NO 依頼日 時間 質問内容 回答内容 回答課 回答日

例 4月22日 10:00 4月21日時点での陽性者等、そのうち入院者数は。 陽性●●人中▼▼人 ◆◆課 4月21日

1 4月21日 14:22
緊急対策パッケージについて市民の方からの質問
 店舗賃料は住宅兼店舗の場合、賃料の代わりにローン
を支払っているのですが助成金対象外ですか。

今回の助成金はテナント賃料に対するものであるため、自己所有である場合、
対象外となります。
なお、住宅兼店舗であっても店舗部分の賃料は対象となります。

商工振興課 4月23日

2 4月21日 15:40 PCR外来検査（ドライブスルー方式）の実施場所は。

実施場所は公表しません。（ドライブスルー方式のPCR検査は、従来と同様に
行政検査であり、相談センターに相談があり、検査の必要があると医師が判断
した方には、検査実施場所にお越しいただく日時を予約していただくこととなりま
す。検査の必要がないにもかかわらず、本人等の希望で検査実施場所にお越
しになってしまう方も相当数いるのではないかと想定しておりますので、検査実
施場所に大勢の方が詰めかけてしまい、混乱を来たさないようにするため公表
しないものです。）

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部

4月22日
4月27日更新

3 4月21日 15:59
・専決の予算
学習支援のための環境整備の具体的な内容について
知りたい。

・千葉工業大学から寄贈していただいたiPad　miniや学校にある端末を貸与し
ます。
・５月下旬以降、学校を通して端末とルーターを貸与する予定です。
・学習ドリルは、いくつか推奨していく予定です。学習動画は、これからも配信す
るよう努めてまいります。

総合教育センター 4月24日

4 4月21日 16:00

【ＰＣＲ検査外来（ドライブスルー方式）について】
・どこで実施するのか（それは非公開なのか）。
・１日１２件の根拠は（もっと実施するべきではないか）。
・どのような手法で行い、何分で検査結果が出るのか。

・実施場所はNo.2に同じ。
・試薬・資材の確保や宿泊施設の確保、協力いただく医師や看護師の確保な
どから１日１２件としていますが、今後拡充していく予定です。
・≪従事者と基本的な業務≫
①検体採取者かの確認（委託の警備員）
【車の窓越し：看板で確認】
②本人確認（市事務職員）※運転免許証などで本人確認をする。
【車の窓越し：看板で確認】
③問診「属性や疫学情報、症状の情報を収集」（医師＋看護師）
【車の窓を少し開ける】
※パルスオキシメーターを使用する。
※必要があれば非接触体温計を使用する。
④検体採取（医師または看護師）
【車の窓を少し開ける】
※窓を少し開けて医師が「ぬぐい方式」で検体採取する。
⑤市事務職員が結果通知チラシを医師に渡し、窓の隙間からチラシを入れ
る。【接触なし】
⑥市事務職員が結果通知方法についてホワイトボードで説明をする。【接触な
し】
⑦出口へ誘導（市事務職員）【接触なし】
・PCR検査については約６時間程度かかります。効率的に処理するためには、
各病院やドライブスルーで採取した検体を集め処理する必要があります。その
ため、ドライブスルーの検査結果につきましては、（早くて翌日の夕方）、明後日
の午前中までにご連絡することとなります。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部

4月27日

5 4月21日 16:00

【家庭学習支援のための環境整備について】
・市はタブレットを購入する（借りる）のか。
・生徒から返却された後のタブレットはどうするのか。
・通信環境整備はいつ、どのように行うのか。
・学習ドリルや学習動画などを教育委員会はこれからも
配信するのか（受信環境の整備も大切だが、発信側の
コンテンツ充実も大切では）。
・環境が整備されればオンラインホームルームを毎日
定時に実施するべきと考えるが如何か。

・千葉工業大学から寄贈していただいたiPad　miniや学校にある端末を貸与し
ます。
・返却された後は学校で使用します。
・５月下旬以降、学校を通して端末とルーターを貸与する予定です。
・学習ドリルは、いくつか推奨していく予定です。学習動画は、これからも配信す
るよう努めてまいります。
・オンラインにつきましては、どのような対応ができるか検討している最中です。

総合教育センター 4月23日

6 4月21日 16:00

【保健所関係】
・陽性となった方の中で、既に退院された方の数は。
・毎日の検査数とあわせて陽性者数を発表していただ
きたい。

・退院された方の数については、個人情報保護の観点から、発表の仕方や時
期について、慎重に検討してまいります。
・毎日の検査数については、公表するよう検討してまいります。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部

4月28日

7 4月21日 16:00
・大阪府や千葉市が始めたように、コロナ対策費用を賄
うためにふるさと納税を活用する考えはないのか。

実施に向け検討してまいります。 商工振興課 4月23日

8 4月21日 16:02

・１歳６ヶ月児・３歳児の集団健診を見合わせているが
今後の対応を考えているか。同様に歯科健診について
はどうか。
・３歳児健診で行う視力検査（SVS）について早期発見
が重要だがどのように対応するのか。

回答待ち 地域保健課

9 4月21日 16:02
・医療センターの２月・３月・４月（回答日前日までで良
い）外来患者数と昨年同月との比較

外来延患者数
R2.2 17,507人　　H31.2 19,038人
R2.3 18,651人　　H31.3 20,082人
※4月分については、5月中旬に確定値が出るため、現時点では回答できませ
ん。

医療センター医事課 4月24日

10 4月21日 16:02
・給食調理員の勤務状況（直営校）※市立小中学校
・給食調理業務委託先にはどのような通知をしていて現
在どのような状況になっているか

①給食直営校の給食調理員については、県費負担教職員と同様に輪番制で
出勤しており、調理場の清掃等の業務を行っております。また、学校に出勤し
ない日は在宅勤務とし、各学校において指示をした業務を行っております。
②給食調理業務委託先の通知内容
・5月末まで給食を停止する
・給食調理従事者の出勤体制について基本的に不要とする
・6月以降給食の再開に向けて事前準備や人員確保について
・委託料について（協議の場を設ける予定)

①教育総務課
②保健体育課

4月23日
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新型コロナウイルス感染症関連　問い合せ一覧
※水色セル：新たに追加された回答及び質問

4月28日 更新

NO 依頼日 時間 質問内容 回答内容 回答課 回答日

11-1 4月21日 16:02

・公立保育園の登園率は臨時休園を実施した4/21の実績では27園平均で
10.1％となっております。
・公立保育園における「子どもの状況把握」については、各家庭で健康状態を
確認していただき、何かあれば園に連絡がくるようになっております。
・公立保育園の勤務体制については、4/21からの臨時休園により登園児童数
も減少していることから、適切な保育体制を確保したうえで、在宅勤務等を行
うことにより「３密」の解消に努めてまいります。

公立保育園管理課 4月22日

11-2 4月21日 16:02 ・私立保育園の登園率　8％（22日現在） 保育認定課 4月23日

12 4月21日 16:02
・臨時休園や登園自粛による保育料の減免でどの程度
市の負担があるか（保育園）

・減免額
　3月分　1,300万円　4月分　11,380万円
　市負担軽減額
　3月分　140万円　　4月分　1,230万円
金額は推計値です。
本市保育料は国徴収基準額から市独自に軽減しているため減免すると市の
負担額は軽減されます。

保育認定課 4月23日

13 4月21日 16:02
・臨時休園や登園自粛による保育料の減免でどの程度
市の負担があるか（放課後ルーム）

３月分の児童育成料（おやつ代除く）の減免につきましては、学校の臨時休業
に関連しての放課後児童健全育成事業に対する財政措置にて、減免額が国
の交付金の必要経費となったため負担はありませんでした。
児童育成料（おやつ代）につきましては、３月利用がない場合には、おやつ代を
還付しますので、２１２万円（1,060人）が市の負担となる見込みです。
４月以降につきましては、令和２年度の交付金要綱が示されていないため、現
時点で未定です。

地域子育て支援課 4月23日

14 4月21日 16:56

・4月6日(月)～4月12日(日)の相談件数2,386件は、
相談窓口開設から現在までの総計なのか、それともそ
の１週間の中での相談件数なのか。
・同じ人から複数回相談があった件数を把握している
か。把握していればその人数
・コロナ専用相談窓口の電話台数、対応人数

・1週間の相談件数です。
（参考）
相談窓口開設（2月5日（水））～4月12日（日）までの相談件数は、10,092件
相談窓口開設（2月5日（水））～4月21日（火）までの相談件数は、12,872件
・複数回相談があった人数は把握していないが、個別把握は可能。
相談の中で氏名、住所、生年月日等で同一人物であることが明確である場合
は、名寄せしているため、名前で検索すれば相談回数は把握できる。
・相談窓口の電話台数：10台（令和2年4月22日（水）現在）
相談窓口の対応人数：1台につき1～2人（時間帯によって変動）
システム入力対応：３～５人（時間帯によって変動）
（参考）
台数の推移：相談窓口開設（2月5日（水））～2月20日（木） → 3台
2月21日（金）～ 4月14日（火）→ ５台
4月15日（水）～ 4月20日（月）→ ７台
4月21日（火）以降→10台

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部

4月27日

15 4月21日 20:00
・社会福祉協議会による貸付制度の利用者の状況につ
いて

特例貸付申請件数127件
（令和2年4月21日現在）

地域福祉課 4月22日

16 4月21日 20:00
・感染者の内、自宅で入院を待っている人の人数及び
退院した人数について
・市内におけるクラスターの発生について

・入院調整中の方や退院された方の数については、個人情報保護の観点か
ら、発表の仕方や時期について、慎重に検討してまいります。
・市内においてクラスターの発生は確認されておりません。（4月22日17時現
在）

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部

4月27日

17 4月22日 10:05

新たに開設されるドライブスルー方式のPCR検査を受け
る場合には、どのような手順が必要か。
また要件が緩和されるのか。
（診療所の紹介で大丈夫ですとか「感染症相談セン
ター」で相談して受診等）

感染症相談センターで「相談・受診の目安」のような症状等の聞き取りを行い、
必要性などについて市内医療機関との調整を行った上でＰＣＲ検査を行ってき
ました。
それに加え、４月２１日からは感染症相談センターで症状や経過を聞きとり、保
健所の医師が検査が必要と判断した場合に医療機関を受診することなく検査
が受けられるようになりました。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

18 4月22日 10:05

ドライブスルー方式のPCR検査外来が開設されると検
査を希望される方が殺到する恐れがあるが、ドライブス
ルー方式のPCR検査外来の開設場所は公表されるの
か。

実施場所は公表しません。（ドライブスルー方式のPCR検査は、従来と同様に
行政検査であり、相談センターに相談があり、検査の必要があると医師が判断
した方には、検査実施場所にお越しいただく日時を予約していただくこととなりま
す。検査の必要がないにもかかわらず、本人等の希望で検査実施場所にお越
しになってしまう方も相当数いるのではないかと想定しておりますので、検査実
施場所に大勢の方が詰めかけてしまい、混乱を来たさないようにするため公表
しないものです。）

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

19 4月22日 10:05
ドライブスルー方式のPCR検査外来で、スムーズに検査
を受けるためにどのようにしていくのか。

船橋市医師会から派遣された医師や看護師等から意見を聞き、スムーズに
検査を受けられるよう検証を行い、必要に応じて改善を図ってまいります。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

20 4月22日 10:05

発熱のある患者さんが陰性となった場合には、地域の
かかりつけ医で診療を受けることになると思うが、検査結
果が出る日数は、どのくらいか。

PCR検査については約6時間程度かかります。効率的に処理するためには、各
病院やドライブスルーで採取した検体を集め処理する必要があります。そのた
め、ドライブスルーの検査結果につきましては、（早くて翌日の夕方）、明後日の
午前中までにご連絡することとなります。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

21 4月22日 10:20

【新型コロナウイルス感染症緊急対策パッケージについ
て】
Ｐ４　ＰＣＲ検査ドライブスルー方式　　４月２１日より開
始
車を運転できない方のため、ウォーキングスルー方式も
実施するべきだが、見解を伺う。

検査数を増やすことについては、医師や看護師の確保、検査体制の拡充、試
薬・資材の確保等が伴います。また、会場となる条件や近隣の状況など考慮
する必要があります。ドライブスルー方式を始めたばかりであることから、現在、
ウォーキング方式を実施することは考えておりません。ドライブスルー方式を実
施をする中で、必要な方への検査が十分行えているか検証し、検査拡充の方
法について考えてまいります。
なお、運転ができない方で、検査が必要な場合は、帰国者・接触者外来へご
案内しております。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

22 4月22日 10:20

Ｐ４　３月１１日以降、船橋市は独自で検査実施をして
きたが、当初の発表では、１日１５件から２０件と言って
いた。
　従来の１日４０件とあるが、どちらが正しい数字か見解
を伺う。
　今回のドライブスルー方式で、１日５２件と考えて良い
か。

検査体制の拡充や試薬の確保等により検査機器を２回まわすことにより、検査
件数を確保いたしました。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

・保育園の登園率はどの程度か
・保育園は臨時休園としているが、市立学校がおこなっ
ているような「子供の状況把握」は行っているか。
・公立保育園の勤務体制はどのようになっているか
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23 4月22日 10:20
Ｐ５　患者受け入れ病床確保
具体的に協力していただける医療機関はあるのか。
支障なければ、医療機関名を知りたい。

協力していただける医療機関はあります。医療機関名は非公表です。
船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

24 4月22日 10:20

Ｐ７　布製マスクは、全世帯に配布のはずであるが、今
回の予算では、妊婦を優先するという理解で良いか。
都内では、４月２１日にマスクが配布されたと知人に聞
いたが、妊婦に限定していないが、都内との違いについ
て、見解を伺う。

全世帯に配布される布製マスクとは別に、厚生労働省子ども家庭局より、妊婦
の方を対象に布製マスクを配布するよう通知がありました。
全世帯に配布されるマスクは国より直接全世帯に配布されますが、妊婦のマ
スクは市町村を経由して妊婦に配布することになります。そのため、これから妊
娠届出をされる方には直接お渡ししますが、既に妊娠届出をされている方に関
しては、郵送の方法をとるため予算が必要となりました。
また、既に妊娠届出をされている方に対する配布方法については、各市町村
にゆだねられていることから、「都内との違い」ということではなく、国からマスク
が届くタイミングや個数、人口規模、妊婦に対する事業の違いによって一律で
はないことが考えられます。
4月21日に都内で配布されたマスクについて、全世帯に配布されるマスクであ
れば、感染規模の大きい東京都から優先しての配布になっていると認識してお
ります。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（地域保健課）

4月28日

25 4月22日 10:20
Ｐ８　家庭学習　タブレット貸し出し、通信環境の整備
Ｗｉ-Ｆｉ整備は、光回線工事をして対応するのか、また
は、ポケットＷｉ-Ｆｉを無料貸し出しするのか。

ポケットWi-Fiの無料貸し出しを行う予定です。 総合教育センター 4月24日

26 4月22日 10:20
Ｐ８　ポケットＷｉ-Ｆｉを無料貸し出しをするにしても、通信
料が発生するが、通信料は誰が負担するのか。

市が負担いたします。 総合教育センター 4月24日

27 4月22日 10:20
Ｐ８　特に、就学援助世帯には、通信料負担は厳しい
が、行政として支援するべきであるが、見解を伺う。

市が負担いたします。 総合教育センター 4月24日

28 4月22日 10:20

Ｐ８　映像・音声を通じ、教師、生徒の双方向のやり取り
ができるオンライン授業ができるのか。そうするべきであ
る。
学校から動画を一方的に配信し、課題を提出するやり
方なのか。

オンライン授業につきましては、どのような対応ができるか、現在各関係部局と
検討している最中です。

総合教育センター 4月24日

29 4月22日 10:20
Ｐ９　中小企業者等賃料助成
国の中小企業２００万円、個人事業者１００万円の持続
化給付金とは別事業と思うが、念のため見解を伺う。

別事業となります。 商工振興課 4月23日

30 4月22日 10:20
Ｐ９　県の中小企業・小規模事業者向け最大３０万円の
給付金とは、別事業と思うが、念のため、見解を伺う。

別事業となります。 商工振興課 4月23日

31 4月22日 10:20
Ｐ９　県の休業自粛要請対象事業については、要請に
従わない場合、賃料助成を受けられないのか。

県の休業要請に従ったか否かは、交付要件としておりません。 商工振興課 4月23日

32 4月22日 10:20

Ｐ９　助成要件の前年同月比３分の１以上減少とある
が、令和元年の確定申告証明を持参すれば良いの
か。
また、国が新型コロナ対策で、確定申告時期を延長し
たが、確定申告を済ませていない事業者は、売り上げ
減少の証明をどうすればよいのか。
帳簿持参をするのか、見解を伺う。

売上減少の証明書類の添付は求めておらず、申請に虚偽がないことを誓約し
ていただくことで確認いたします。

商工振興課 4月23日

33 4月22日 10:20

【備蓄について寄付を募集】
マスクの備蓄が、約２万枚とのこと。綿棒備蓄は、８００
本。ビニール雨カッパも不足している。
市長は危機的状況とおっしゃっている。
そこで提案だが、大至急、市民あるいは、市外の方に寄
付を呼びかけるべきである。マスクは、難しいかもしれな
いが、綿棒、カッパは集まるはずである。見解を伺う。

現在、寄付については、使用感も含めて各医療等現場での使用に適している
かなど、医療機関等への聞き取りに基づいて配布させていただくため、個別に
仕様や状態を確認した上で、お預かりしております。
現在、不足している医療用の綿棒や、ガウンの代替品（カッパ等）についても、
活用にあたっては一定の条件が必要となるものです。特に綿棒については鼻
咽頭ぬぐい液の採取に医師等が使用するものであるため、家庭用の綿棒とは
異なるものが求められております。
今後、広く市民の皆様に呼び掛けて寄付を募集することについては、ご厚意を
無駄にしないために、現場で求められている資材の細かな仕様を明確にし、必
要数、国・県等からの供給見込み、調達可能性等から在庫予測を立てなが
ら、検討を行っていきます。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

34 4月22日 10:20

【両親が新型コロナウイルスに感染した場合の未成年者
対策】
両親が感染して、子供だけが感染しないことも考えられ
る。
両親と子供の居場所を分けることは、やむを得ないと考
えるが、子供が未成年者の場合、対応が難しいが、未
成年者の安全確保を最優先にしなくてならないので、居
場所を別けることは、避けて通れない。
そこで、提案。
１．児童相談所に受け入れ体制を取るよう、知事に要
望するべきであると考えるが、見解を伺う。
２．児童相談所で対応することができない場合、市内ホ
テル確保に向け、更なる協力依頼をして、未成年者へ
の精神的ケアに十分配慮して、対策を講じるべきである
と考えるが、見解を伺う。

１．
令和2年4月10日及び23日に厚生労働省から当該内容に係る事務連絡が関
係自治体あて発出されています。大阪府、愛知県が受け入れを開始している
状況のため、現在千葉県に問い合わせを行いつつ、動向を注視している。
２．
厚労省からも預け先について検討するよう通知が来ており、県と協議している。
保護者以外の親戚等の保育者が不在の場合は、児童相談所で一時保護す
ることや、保護者の入院先の病院で保護することなどが考えられるが、その乳
幼児・児童に合った個別の対応ができるよう、今後も県と協議をしていく。

1.政策企画課

2.船橋市新型コロナウ
イルス感染症対策本
部

4月28日

35 4月22日 16:30

保健所で毎週報告されている帰国者・接触者外来相
談窓口で受けている相談内容の内訳（上位数項目）
（体調に関すること、陽性者に対する情報が欲しい　な
ど）

相談窓口開設（2月5日（水））～4月22日（水）までの相談内容の内訳は下記
のとおりです。

健康相談：87.4％
主な内容（病院受診前の相談について・予防、治療方法について・医療機関
等への受診基準について）
提案・苦情：3.2％
主な内容（陽性者の情報公開について・クラスターになりえる施設・場所等の
情報提供、指導依頼について・相談センターにつながらないことについて）
市民・利用者等への対応方法：4.3％
主な内容（社員（従業員）等に陽性者が出た場合の対応について・営業自粛
の基準等について）
その他：6.3％
主な内容（医療機関からのPCR検査実施の依頼について・給付金やその他制
度について・証明書等の発行について・陽性となった場合の対応について）

（備考）
・上記回答は、相談窓口が対応したものに限ります。
・1回の相談で複数の相談内容に該当することがあり、合計が100％とはなりま
せん。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日
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36 4月22日 16:50

千葉県の休業要請対象の事業者について、本市ではど
の程度休業して頂いているのか。
また、休業要請に同意して頂けていない事業者にはど
のように対処していくつもりか。

休業している事業者の数につきましては、把握していません。
メーリングリストに登録いただいている事業者に対しては、千葉県が休業要請を
行っていることの周知を図っております。

商工振興課 4月23日

37 4月22日 16:50

飲食店については自ら休業して頂いている店舗や営業
時間を短縮して頂いている店舗がある一方で、いわゆる
3密の状態を作りながら営業している店舗もあると聞く。
このような店舗に対してせめて3密の状態を避けて営業
してもらうように要請等は出来ないか。

事業者情報メール等により周知を図りたいと考えております。 商工振興課 4月23日

38 4月23日 8:30

ネットカフェ難民など緊急の宿泊施設を必要とする人に
対し、県が用意したのは市原の消防学校です。船橋・
市川などの東葛地域に同様の施設が必要だと思います
が、市の方針をお聞きしたい。

（１週間以内を目処に検討中） 地域福祉課 4月24日

39 4月23日 10:36
市民の方から運動などをする場所として、公園の密の
状態を緩和するためにも校庭を開放できないかとの問
い合わせがありました。市の方針をお聞きしたい。

緊急事態宣言公示後、千葉県より学校施設の使用停止が要請されていること
から、
校庭を開放することはいたしません。

保健体育課 4月24日

40 4月23日 11:00

船橋市新型コロナウイルス感染症緊急対策パッケージ
について
 Ｐ９　中小企業者等賃料助成助成要件　令和２年２月
以降の任意の１か月の売上が、前年同月比３分の１以
上減少、もしくは、減少する見込みの事業者となってい
ます。対象月が令和２年４月、５月となっています。
仮に、事業者が、令和元年３月から令和２年１月の間
に、事業を開始したとした場合、助成対象外になると理
解しました。この理解が正しいのかどうか、見解を伺う。

令和2年５月末日までに市内で建物を賃借して事業所を有していれば対象と
なります。
開業後1年未満で、前年の売上と比較が出来ない事業者は、令和２年１月以
前に開業した場合は、同年１月以前の任意の１月と２～５月の任意の１月の売
上高を比して３分の１以上減少している、又は減少する見込みであれば対象と
なります。
令和２年２月以降に開業した場合は、開業時に計画していた１月あたりの売上
高と、２～５月までの任意の１月の売上高を比して３分の１以上減少している、
又は減少する見込みであれば対象となります。

商工振興課 4月23日

41 4月23日 11:00
この理解（№40の質問）が正しい場合、事業者の困窮
を救うことにはならないと考えますが、どのようにお考え
か、見解を伺う。

No40の回答参照 商工振興課 4月23日

42 4月23日 11:00

（№40の質問について）助成要件として、令和２年２月
以降の任意の１か月の売上が、直近１年以内の１か月
の売上比３分の１以上減少、もしくは、減少する見込み
の事業者に緩和するべきと考えるが、見解を伺う。

No40の回答参照 商工振興課 4月23日

43 4月23日 15:00

ＰＣＲ検査の実施について（検査数が少ないという見方
に対して）
どのような判断で検査を実施しているのか。

PCR検査の実施については、船橋市内の医療機関及び保健所が、厚生労働
省の見解を踏まえつつ、検査の必要性を協議・判断しております。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

44 4月23日 15:00

ＰＣＲ検査の実施について（検査数が少ないという見方
に対して）
検査すべき対象は実施した人数よりも（実は）もっといる
のか。

PCR検査が必要であると判断された方については、検査を実施することができ
ているため、いないと考えております。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

45 4月23日 15:00
ＰＣＲ検査の実施について（検査数が少ないという見方
に対して）マンパワーや機器などの体制は十分なのか。

PCR検査が必要であると判断された方については、検査を実施することができ
ているため、現時点においては、十分であると考えております。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

46 4月23日 15:00
ＰＣＲ検査の実施について（検査数が少ないという見方
に対して）国（厚労省など）・県からはどのような通達（指
示）があるのか。

ＰＣＲ検査体制の更なる拡充のため、以下の対策等が国から示されています。
〇ＰＣＲ検査が保険適用されたことを踏まえ、ＰＣＲ検査を帰国者・接触者外
来等の医療機関に委託できること（医療機関が民間の検査機関等に依頼しＰ
ＣＲ検査を行う）。
参考
・「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについ
て」（令和２年３月４日付、健感発０３０４第５号厚生労働省健康局結核感染
症課長通知）
・「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型コロナウイルス感染症に
対応した医療体制について（依頼）」（令和２年３月４日付、事務連絡）
など
〇医師会等に対して地域外来・検査センター（行政検査を集中的に実施する
機関としての帰国者・接触者外来）の運営を委託できること。
参考
・「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・群
市区医師会等への運営委託等について」（令和２年４月１５日付、事務連絡）
・「帰国者・接触者外来の増加策及び対応能力向上策について」（令和２年４
月１５日付、事務連絡）
など

（なお、令和２年４月２１日よりPCR検査外来（ドライブスルー方式）を開始、１日
あたり１２人程度で実施しており、今後拡充していく予定です。）

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

47 4月23日 16:00
10万円の定額給付金の前に、世帯分離の希望が市役
所窓口に来ているとのことです。船橋市の状況や世帯
分離の条件などがあったら教えてください。

■船橋市の世帯分離数：
　令和２年1月（1/1-1/31）： 109件
　令和２年2月（2/1-2-29）： 104件
　令和2年3月（3/1-3/31）： 112件
　令和2年4月（4/1-4/23）： 203件

■世帯分離の条件：
・世帯は「居住と生計を共にする社会生活上の単位」
　ですので、世帯分離の際の条件としては「それぞれの
　生計が別々であるか」を基準として判断しています。
・基本的には世帯員からの申出により行います。
・申出の際は、経済的要素、社会通念上認められる
　者か個々に判断します。（夫婦は原則同一世帯）

戸籍住民課 4月24日

48 4月23日 16:00

保育園で陽性の園児（職員）が出た場合の対応マニュ
アルやフローはどうなっているか。（現物を添付してほし
い）

回答待ち
公立保育園管理課
又は保育認定課

49 4月23日 16:00

小中学校の今年度の宿泊を伴う行事の対応はどうなっ
ているか（保護者からの積み立てやキャンセル料など時
間の経過とともに対応が複雑になる）

回答待ち 指導課
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50 4月23日 16:00 給食食材納入業者への補償はどのように考えているか

納入業者へ発注を行っていた分でキャンセルができなかったものは、市で支払
対象としております。
業者との間に、商品の代金を払う以上の取り決めはありませんが、国の補助金
の活用を含め、検討しております。

保健体育課 4月24日

51 4月23日 16:00 学校トイレの改修は予定通りに行える予定か 現在のところ、予定通り改修を行う予定です。 施設課 4月24日

52 4月23日 17:41

特別定額給付金の申請について（ＤＶ被害者の場合）
ＤＶ被害者は避難先の市区町村にＤＶ被害に逢ってい
る旨を申し立てることにより当該市区町村の給付対象に
なるとのこと。
当面の申立期間は4月24日〜30日（以降も可能）だ
が、市ＨＰにはその旨の発信がない。
また申立後の事務の流れについて、概要をお示し願い
たい。

4月24日8：45より、市HPで発信しました。
DV被害者の事務の流れは同ページより閲覧できる「特別定額給付金に関する
お知らせです」に記載のとおりです。
また、申出をいただいた方は、通常の給付と同様の事務の流れとなります。

地域福祉課 4月27日

53 4月23日 18:07

その他の取り組みの「感染者移動支援車の確保」につ
いて。
一般的に「帰国者・接触者外来」の受診時には「公共交
通機関の利用を避けて受診してください」と案内されて
いるが、自家用車で行くことができない人が、やむなくタ
クシーや公共交通機関を利用することもあると想定され
ます。そうした事態を避けるために、移動支援車で送迎
することはできるか。

自家用車がなく、公共交通機関以外で医療機関等へ移動できない方につい
ては、市が確保している車両で搬送を行っています。

船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

4月28日

54 4月24日 10:00
いわゆる１０万円給付金事業について、市の事務執行
の体制、市民への給付方法、開始時期などの概要を教
えていただきたい。

・職員10名。
・原則、口座振込とします。
・開始時期は未定です。

地域福祉課 4月27日

55 4月24日 13:30
三番瀬海浜公園の駐車場を閉鎖しておらず、市民がた
くさん来ていると聞いたが、対応についてどのように考え
ているか。

回答待ち 公園緑地課

56 4月24日 16:00

妊婦に布製のマスクを配布について、市は配送費用を
負担するだけなのに５２０万円もかかるのはなぜか（その
内訳や金額、なぜその金額がかかるのかの説明を求め
る。単純計算で一人当たり1,040円。郵送なら94円。レ
ターパックでも350円程度と思われる。）？

回答待ち
船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（地域保健課）

57 4月24日 16:00

専決処分の歳入について、社会福祉費国庫負担金、
保健衛生費国庫負担金、保健衛生費国庫補助金につ
いては、国のコロナ対策補正予算案が成立していない
ため、財源は令和２年度当初予算に基づく財源と考え
てよいか。

回答待ち 財政課

58 4月24日 16:00

（№57の質問について）また、財源調整基金１０億８４５
万７千円は、市の新型コロナウイルス感　染症緊急対策
として、国の施策とは関係なく、独自の判断で取り崩す
のか。

回答待ち 財政課

59 4月24日 16:00
（№58の質問について）また、財調取り崩し分は、今後
の国庫支出金、県支出金の担保が確約されているもの
なのかどうか。

回答待ち 財政課

60 4月24日 16:00

本日２４日、子育て支援部から保育園臨時休園期間
延長の報告があったが、臨時休園に伴う保育利用につ
いて要件に変更ないか、担当部の見解を伺う。万が
一、急に保育できないと言うことでは困る方がいると思う
ので。

回答待ち 保育認定課

61 4月25日 9:09

社会福祉協議会による貸付制度の申請件数について
127件との回答があったが、今日（4月25日）の新聞報
道によれば、全国的に申請者が殺到しているとのこと。
船橋市の申請件数は非常に少ないように思われる。市
社会福祉協議会は、電話での受付で、書類は郵送でや
りとりしているが、電話が通じないなど、その原因や改善
策について伺いたい。

回答待ち 地域福祉課

62 4月25日 9:09
マスクを市が一括して調達し、市民に引き換え券を発
行（有料）することはできないか、市の考えをお聞きした
い。

回答待ち
船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（地域保健課）

63 4月27日 9:45

市内で新型コロナウイルス感染症について検査できる
（PCR検査）医療機関、また発熱があるなど新型コロナ
ウイルス感染症の疑いがある市民の方を診察できる医
療機関はどこか、公表している場合教えていただきた
い。

回答待ち
船橋市新型コロナウイ
ルス感染症対策本部
（保健総務課）

64 4月27日 16:40
新型コロナウイルス感染症への対応で、保健所に新た
にかかった経費は。

調整中

65 4月27日 16:40

保健所における、今年と昨年の１～４月の各月における
以下の事項
・職員数
・時間外勤務の合計時間数
・時間外勤務にかかった総経費

調整中

66 4月27日 16:50
船橋市の感染者数が県内で最も多いことについて、原
因の分析をしているか。

調整中

67 4月27日 22:55

特別定額給付金の申請書について
印刷は、市が印刷するのか。
その場合、申請しない人はチェックする欄があるが、間
違えて、申請する人がチェックをする可能性がある。
文字を大きくするとか、赤線をひくなど、間違えないよう
にする工夫が必要。

調整中
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68 4月28日 14:00

購入品の支払い方法について
今回手指消毒用のアルコールなど、アンケートで必要
量を注文することになっている。
支払いは代金引き換えになっているが、別の方法にで
きないか。
たまたま、手持ちのお金がないケースがあり、業者に持
ち帰ってもらったというケースがあるようである。防犯上
の理由から、医院内に必要以上のお金を置かない方針
ということ。
到着がいつになるかわからないということもあり、準備が
できない状況もあるようだ。
クレジットカードなど、別の決済方法を検討頂きたい。

調整中

69 4月28日 14:00

医師会・歯科医師会の情報の共有について
歯科医院を開業されている方には、歯科医師会に所属
していないため、歯科医師会の情報が流れてこない方
もいる。
保健所経由でも良いので、情報共有してもらうことは出
来ないか。

調整中

70 4月28日 14:00

歯科の緊急度の認識を変えてもらいたい。
歯科の治療では、患者の口内からのしぶきなどを浴び
ることから、感染リスクが高い。
それでもマスクはもちろん、フェイズガードは防護服が手
に入らない。洗うなどしているが、それも完全ではなく、リ
スクは無くならない。
医療用物資の供給について、歯科の優先順位を再検
討してもらいたい。

調整中

71 4月28日 17:00

外出自粛期間中の子どもの遊び場について
　公園の看板に書いてある「ボール遊び禁止」とは、実
際はやわらかいボールであれば遊んでもよいと担当課
から伺ったが、子どもたちはボールを投げる行為自体が
禁止と思っている。
　やわらかいボールであれば遊んでもいいという旨を看
板にわかるように記載するべきではないか。

調整中
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